
施策１－２ 計画的な公園の整備と維持管理の充実 都市整備課 ― 総務環境①

施策１－３ 安全な水の安定供給 水道施設課 ・企業経営課 総務環境①

施策１－４ 公共下水道の維持管理 下水道課 ・企業経営課 総務環境①

施策１－５ 市有施設の適切な保全 資産戦略課 ・総務人権課 総務環境②

施策１－６ 行政窓口サービスの向上 戸籍住民課 ― 総務環境②

施策１－７ 廃棄物の適正処理の推進 資源リサイクル課 ― 総務環境②

施策２－１

施策２－２ 利便性の高い公共交通網の形成 道路安全課
・政策課
・資産戦略課

総務環境①

施策２－３ 交通安全対策の推進 道路安全課 ― 総務環境①

施策３－１ 防災体制・消防支援体制の強化 危機管理室 ― 総務環境①

施策３－２ 地域と連携した防犯対策の推進 危機管理室 ― 総務環境①

施策３－４ 消費者や市民が相談しやすい体制づくり 市民活動推進課 ― 総務環境②

施策３－５ 人権啓発・教育及び平和の推進 総務人権課
・生涯学習課
・学校教育課

総務環境②

施策３－６ 男女共同参画社会の実現 総務人権課 ― 総務環境②

施策４－１ 確かな学力と自立する力の育成 学校教育課 ― 文教厚生①

施策４－２ 豊かな心と健やかな体の育成 学校教育課 ― 文教厚生①

施策４－３ 質の高い学校教育のための教育基盤の整備・充実 学校教育課 ― 文教厚生①

施策４－４ 多様なニーズに対応した教育の推進 学校教育課 ― 文教厚生①

施策４－５ 家庭や地域社会との連携・協働による教育の推進 学校教育課 ― 文教厚生①

施策４－６ 安全・安心な学校教育環境の整備 教育総務課 ・学校教育課 文教厚生①

施策４－７ 児童や青少年の居場所づくり 生涯学習課
・スポーツ青少年課
・保育施設課

文教厚生①

施策５－２ 子育てと仕事の両立支援 保育サポート課 ・保育施設課 文教厚生②

施策６－１ 高齢者の生きがいと社会参加への支援 長寿あんしん課 ・健康保険医療課 文教厚生②

施策６－２ きめ細かな介護予防の推進 長寿あんしん課 ・地域包括ケア課 文教厚生②

施策６－３ 高齢者の暮らしを支える仕組みの充実 長寿あんしん課 ― 文教厚生②

施策７－１
チャレンジドが安心できる障害福祉の推進 社会援護課 ― 文教厚生②

施策７－２
低所得者の生活の安定と自立への支援 社会援護課 ― 文教厚生②

施策８－１ 一人ひとりに応じた健康づくりの推進 健康保険医療課 ― 文教厚生②

施策８－２ 地域との連携による保健・医療体制の充実 健康保険医療課 ・ネウボラ課 文教厚生②

施策８－３ 国民健康保険・国民年金の適正な運営 健康保険医療課 ― 文教厚生②

施策９－１ 交通の利便性を生かした産業拠点の創出 都市整備課 ・産業支援課 総務環境①

施策９－２ 中小企業・小規模事業者の育成支援 産業支援課 ― 総務環境②

施策９－３ 魅力ある新たな産業の創出 産業支援課 ― 総務環境②

施策９－４ 都市農業の推進と担い手の育成 産業支援課 ― 総務環境②

施策９－５ 就労支援対策の推進 産業支援課 ― 総務環境②

施策１０－１ 生涯学習の振興 生涯学習課 ― 文教厚生①

施策１０－２ 創造的な文化の振興 総務人権課 ― 総務環境②

施策１０－３ スポーツ・レクリエーション活動の推進 スポーツ青少年課 ― 文教厚生①

施策１１－１ コミュニティ活動の推進 市民活動推進課 ― 総務環境②

施策１１－２ 地域で支え合う福祉の推進 社会援護課 ― 文教厚生②

施策１１－３ 協働によるまちづくりの推進 市民活動推進課 ― 総務環境②

施策１１－４ 国内外の交流と多文化共生の推進 総務人権課 ― 総務環境②

施策１２－１ 良好な景観形成の推進 都市整備課 ― 総務環境①

施策１２－２ 歴史的文化資源の保護・活用 生涯学習課 ― 文教厚生①

施策１２－３ 湧水・緑地の保全と再生 都市整備課 ・環境課 総務環境①

施策１２－４ 市の特色を生かした地域ブランドの確立 産業支援課 ― 総務環境②

施策１２－５ 効果的なシティプロモーションの展開 秘書広報課 ― 総務環境①

第五次和光市総合振興計画における目標像・個別施策

市民生活の目標像
（12）

施策番号
個別施策
（50）

計画調書作成
主担当課

計画調書作成
関係課

担当部会

施策１－１
安心して暮らせる移住環境の形成 都市整備課

・駅北口土地区画整
理事業事務所
・駅北口地区高度利
用化推進室
・建築課
・政策課

総務環境①

【目標像２】
安全かつ快適に移動できる

安全で快適な道路の整備 道路安全課 ・都市整備課 総務環境①

施策３－３
環境にやさしい持続可能な取組の推進 環境課

・総務人権課
・資源リサイクル課

総務環境②

【目標像５】
安心して妊娠・出産・子育て
ができる

施策５－１ 出産や育児に希望が持てる環境づくり 地域包括ケア課

・健康保険医療課
・ネウボラ課
・保育施設課
・保育サポート課

文教厚生②

【目標像６】
高齢になっても、住み慣れた
地域で暮らし続けられる

【目標像７】
誰もが、自立した生活と社会
参加ができる

【目標像８】
健康で日々を暮らしている

【目標像９】
いきいきと仕事をし続けられ
る

【目標像10】
趣味などを通して充実した
時間を過ごせる

【目標像11】
まちや人とつながり、心豊か
に過ごす

【目標像12】
シビックプライドを持つ

【目標像１】
良好な居住環境が得られる

【目標像３】
身の回りの不安が軽減され
る

【目標像４】
子どもが自己肯定感を持ち
健やかに育つ
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